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矯正歯科では永久歯の先天欠如に起因する不正咬合が少なくなく，なかでも5本以上にわたる
多数歯の先天欠如が増加傾向にある（間山ら，小児歯科学会発表,2005）。21世紀の新規医療と
して再生医療が挙げられ，なかでも歯胚の細胞から歯を丸ごと作り出す歯の再生は，このよう
な先天的に歯が欠如する患者にとっては夢の治療法である。現在動物の歯胚細胞による歯の再生
の成功例が報告されているが，将来的には，患者への治療を目指すためにはヒト細胞によるbiotooth
の作製を実証する必要があると考えている。そこでヒト下顎第三大臼歯歯胚を用いて歯胚を再生する
技術の開発を目指すために以下の研究を行う。

目 的

摘出したヒト歯胚から細胞を単離し，コラーゲンスポンジに細胞を播種してマウス腎被膜下
に移植してヒト歯胚の作製を試みた（図１）。しかし，実際には十分な上皮の細胞数を採取するこ
とが難しく，歯胚再生は成功しなかったため，必要な細胞数を確保するために培養により細胞数の増
加を図る必要があると考え，現在様々な条件について検討している（図２）。

研究の進捗状況

培養酸素濃度の検討

細胞増殖因子の検討

考 察

ヒト歯胚細胞の場合，摘出する年齢のこともあり，コラーゲンスポンジに細胞を播種して
移植したのみでは歯胚の再生には至らない。そこで，まずは十分な細胞数を獲得するためのエ
ナメル上皮細胞の培養と間葉系幹細胞の培養技術を確立する必要がある。現在，マウス歯胚細
胞の増殖に効果的な無血清培養を基準としてヒト細胞への適応性を検討中である。また，上皮
と間葉細胞を効果的に相互作用を進めるための条件についても検討が必要であろう。

最終到達目標

１） ヒト歯胚からエナメル上皮を分離培養する技術の開発
２） ヒト歯胚から間葉系幹細胞を分離培養する技術の開発
３） １，２）を混合して培養あるいは移植により歯胚を再生する技術開発

腎被膜下移殖

摘出したヒト下顎
第三大臼歯

間葉細胞

図１ Biotoothの作製

コラゲナーゼ処理
ディスパーゼ処理

上皮細胞

図２ ヒト上皮細胞と歯胚間葉系幹細胞の無血清培養法の確立

培養中のヒト由来細胞

ヒトbiotooth作製ヒトbiotooth作製
１）ヒトエナメル上皮と間葉系幹細胞の培養条件の決定

２）上皮細胞と間葉細胞による歯胚細胞への分化条件の決定

３）マウスへの移植によるヒト歯胚の作製

?
上皮細胞

間葉細胞
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歯周組織再生にかかわる歯根膜細胞の場特異性と 
分化に関する研究 

1口腔微生物学講座・2歯科保存学第２講座 
Mohammad Al-Mamun1 ，下山 佑1 ，原賀 裕1 ，佐々木 実1 ，八重柏 隆2 ，木村重信1

Spot 
No. 

Protein Name  MW  pI 

1  F‐ac7n capping protein alpha‐1 
subunit variant 

32907  5.4 

2  ND 

3  Heat shock 27 kDa protein  22769  6.0 

4  ND 

5  Phosphoglycerate mutase 1 isoform  28804  6.7 

6  ND 

7  Uracil DNA glycosylase  35493  8.2 

8  ND 

9  Uracil DNA glycosylase  35493  8.2 

10  Annexin A2 isoform  32449  5.9 

11  Uracil DNA glycosylase  35493  8.2 

目的�

�ラット動物実験系を用いた我々のこれまでの
研究（歯周組織の再生に関する定量的な評価
法の開発）から．ラット歯槽骨に作製した人工欠
損では速やかに歯槽骨再生が始まることが明
らかとなっている（図1）．�

�そこで本研究では，歯槽骨再生を担う細胞源
となると予想される歯根膜線維芽細胞の特性

と分化能について，三次元な場特異性という観
点から検討した． 

付着細胞群� 非付着細胞群�

Trypsin 処理�

Cell Lysis の後，等電点電気泳動の後SDS-PAGE 

CBB 染色，選定スポットの切り出し�

Trypsin によるゲル内消化�

MALDI-TOF MS による断片化ペプチドの質量分析�

ProteinProspector MS-Fit によるfingerprinting  

図1�

�歯根膜細胞の場特異性を明らかにする目的で，
市販の正常ヒト歯根膜線維芽細胞を用いて通
常培養を行い，付着細胞および非付着細胞のタ
ンパク質発現の異同について二次元電気泳動
法による検討を行った． 

研究の進捗状況 

発現量に差を認めたタンパク質の選定�
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図2�

図3�

表1�

2.�歯根膜細胞の足場材料上での三次元培養による
表現型の変動を明らかにするため，ハイドロキシアパタ
イトディスクおよび足場材料として頻用されるコラー
ゲンスポンジ（ディスク）を用いてヒト歯根膜線維芽細
胞の三次元培養を行った． �

�しかしこれまでのところ，通常培養と比較して三次元
培養後回収される細胞数が極めて少なく，二次元電
気泳動法による解析を行うには至っていない．そこで
現在，培養条件を種々検討中である.�

アパタイト�

コラーゲンスポンジ�

アパタイト�

コラーゲンスポンジ�

培養終了後，培養された細胞の回収�

Cell Lysis, 2 次元電気泳動からCBB 染色�

スポットの切り出しからTrypsin によるゲル内消化�

MALDI-TOF MS による断片化ペプチドの質量分析�

ProteinProspector MS-Fit によるfingerprinting �

�歯根膜細胞についてはこれまでにも数多く
の研究が行なわれている．しかし，歯槽骨

再生における有力な再生細胞源として歯根

膜細胞を捉えた研究は少なく，三次元な場

特異性という観点から歯根膜細胞の特性と

分化能について検討した研究は見あたらな

い．そこで本研究では，種々の足場材料上

でのヒト歯根膜線維芽細胞の三次元培養系を
確立し，その特性と分化能について解析を

行う．さらに，歯周組織再生治療において

は，唾液の侵入はさけ難く，唾液タンパク

質による被覆とそれに続く唾液中の口腔細

菌の定着が速やかに起こることから，同三

次元培養系を用いて口腔細菌およびそのビ

ルレンス因子等の再生にかかわる局所因子

の作用についても検討する．これらの成果

をもとに，有効な歯周組織再生誘導材の開

発，実用化を目指す． 

最終到達目標 

1.�付着／非付着状態のヒト歯根膜線維芽細胞の
タンパク質発現の違いについて検討した結果，顕著
な差は観察されなかった（図2）．

�しかし発現量に差を認めたタンパク質スポットにつ
いて質量分析装置およびペプチドマスフィンガープ
リンティング法を用いて同定した結果， Heat shock 
27 kDa protein， Annexin A2 isoform などが同定
された（図3, 表1）． 

�これらのタンパク質発現とヒト歯根膜線維芽細胞
の付着能との関連性については現在検討中であ
る． 
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